
【訓練科名】

【実施機関名】 株式会社アジャスト

【実施施設名】 アジャストアカデミー
東京都新宿区歌舞伎町2-2-15
ヒルコート東新宿ビル3F

副都心線・大江戸線「東新宿」徒歩4分
丸の内線・都営新宿線・副都心線「新宿三丁目」徒歩5分
JR「新宿」徒歩12分



アジャストアカデミーの運営母体は

株式会社アジャストというWeb制作会社です。

Web制作会社が母体のため

■IT業界、Web業界の業界標準を、

最新スキルを授業に組み込んでいます。

■Webの現場で求められる実際のスキル・人材が

分かるので、的確なアドバイスを行っています！
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デザイナー、ディレクター、フォトグラファー、映像ディレク
ター、Webコンサルタント、プログラマなど現場で活躍して
いる現役のクリエイターだから、

１．きれいごと抜きに
IT業界の現状を話せる！

２．最先端で活躍する
プロの現場を体感できる！

３．同じフロアにプロがいるから、
カリキュラム以外の質問・相談もできる！
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アジャストアカデミーのカリキュラムである

HTML、CSS、Adobe Photoshop、Illustrator、XD、

jQuery、JavaScript、スマートフォンサイト、WordPress、
PremierePro、AfterEffects

Webマーケティング、スチール撮影、動画撮影、

SNSライティング

Web制作会社、広告代理店、ECサイト等
の業務に従事することを目標としています。

Webデザイナー、Webディレクターに必要な知識・技能を習得
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■Webディレクター

■Webデザイナー

■HTMLコーダー
(マークアップエンジニア・フロントエンドエンジニアなど)

■Webプログラマ
（Webエンジニア、 Web開発など）

■Webマーケティング

■動画クリエイター

■Web解析士（アナリスト）
Webサイトのアクセスデータを分析し、より多くの
人を集める施策を提案。

■ネットショップ運営
楽天やYahoo!ショッピング、Amazonなどのショッ
プ運営・管理など。

■事務+Web更新
自社サイトの更新作業など事務作業と兼務。

など

アジャストアカデミー修了者の主な職種
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一般企業
Webデザイナー、Webディレクター

Web担当者、マーケッター、SNS運用スタッフ

ネットショップ
Webデザイナー、Webディレクター、Webマスター

Webプロデューサー、ネットショップ店長、SNS運用スタッフ

総合広告代理店
Webディレクター、コンサルタント

マーケッター、アナリスト

Web制作会社
Webデザイナー、Webディレクター

コーダー
フロントエンドエンジニア、プログラマ

Webコンサル会社
コンサルタント、ディレクター
アナリスト、マーケッター
SNS運用スタッフ

システム開発会社
プログラマ、コーダー

フロントエンドエンジニア
Webデザイナー、ディレクター

メディア
運営企業
Webコンテンツ編集
Webライター
Webデザイナー
Webディレクター
マーケッター
プログラマ

SNS運用スタッフ

ＩＴ広告代理店
ディレクター、コンサルタント
アナリスト、マーケッター

SEO、SEM、SNS運用スタッフ

ECサイト運営企業
Webデザイナー、Webディレクター、アナリスト
プログラマ、コーダー、フロントエンドエンジニア

修了者が活躍する業界は多種多様！
Webの技術はあらゆる業界で求められています。
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Web制作の実務会社だからこそ、

現場さながらのリアルなカリキュラム！

１．スチール撮影

２．Web動画撮影（PremierePro）

３．AfterEffects

４．Webマーケティング

５．Webディレクション

６．Web解析
７．SNSマーケティング
８．XD
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プロカメラマンが撮影の秘訣を指導！

ー スチール撮影実習 ー

Webデザイナーとしても活躍している
カメラマンの講師によるスチール撮影実習。

受講者が実際に商品撮影を行います。

ご自身で撮影した画像を使って
バナー広告デザインの作成をします。
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映像制作の熱気を実感！

ーWeb動画撮影実習ー

動画広告やサイトのコンテンツとして
動画は重要視されています。
その動画コンテンツをグループワークで
作成していただきます。

５～6人のチームで動画CMを作成します。
1日目：企画（絵コンテ、コピー作成）、役割分担
2日目：撮影・編集（Adobe PremierePro）・

フェイスブックへのアップロード

企画力、編集テクニックなど、
クリエイティブの現場の雰囲気を
体感していただけるカリキュラム
です。
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Adobe AfterEffectsでモーショングラフィックを実現！

グラフィックを使ったアニメーション！

ーアニメーション制作実習（Adobe AfterEffects）ー

思い描いたイメージを自由に表現しま
しょう。ビジュアルエフェクトの業界
標準ツールAfter Effectsを習得すれば、
ビデオと画像を組み合わせたり、文字
が躍るエンドロールやタイトルを制作
することができます。

インパクトのあるオリジナル作品を
作って、クリエイティブ職へ転職！
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あなたのサイトの注目度を上げる秘訣を伝授！

ーWebマーケティング概論ー

ウェブ解析士の資格がある講師にお越しいただき、SNSを
活用したマーケティング、コンテンツマーケティングなど、
デジタルデータを活用しサイトに多くの人を集める方法を
学びます！

ディレクターに必要とされる知識を学ぶ！
ーWebディレクション概論ー

制作会社の現役WebプロデューサーによるWebディレク
ターに必要なスケジュール管理、予算管理、スタッフ管理
等、Webディレクターとしての進行管理他、顧客が商品や
サービスを購買するまでのサイトのプロセス方法を学びま
す。
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グーグルアナリティクスでデータを分析！

ーWeb解析概論、UI/UXデザイン概論ー

中小企業・店舗向けにWeb運用のコンサルを行っている講師による、

サイト構築に必要なアクセス解析の知識を学ぶ講義。ユーザーに使いやすいデ
ザイン理論について学びます。

Adobe最新のUXデザインツール

ープロトタイプ制作実習(XD)ー

スマートフォン、タブレット、PCの画面構成を一気に
すばやくレイアウトすることができ、イメージを直感的
に形にできる最新のクリエイティブツール、

AdobeXD（エクスペリエンス・デザイン）の講義
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授業風景

Photoshop Illustrator

Webマーケティング

アカデミーWebサイト上で
授業風景の一部動画を公開しています。
https://adjustacademy.com
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【資格取得状況】
令和4年6月30日時点

・Webクリエイター能力認定試験（合格率9７％）

・Photoshop能力認定試験（合格率72.7％）

・Illustrator能力認定試験（合格率80.5％）
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【受講者アンケート】
その他、サイトでも
ご覧になれます！→

https://bit.ly/3j7XnfD
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■カリキュラムについて

■講師について
■講義内容について

■テキストについて
■訓練全体

平均4.7点
平均4.9点
／各5点満点

平均4.9点

平均4.8点
平均4.3点

色々な年代の人と関われて、全員の作品
が見れるのがすごくよかった。同じ目標を
もった人同士で集まっているから、やる気
がおきた。

2022/5/12 科目が多くて色々なことを学べた。
何を聞いても適切な答えが返ってきてよ
かった。

テキストの内容が細かくて分かりやすかっ
た。全体的に理解できた。

2022/6/4
スピーチ・プレゼンは人前で話す練習に
なってとても良かったです。

これだけの人数がいる中でもわからないこ
とがあればいち早く教えてくださり、授業に
おいていかれることなく最後まで勉強がで
きました。

とてもわかりやすく見やすいテキストで今
後もわからないことはテキストを見て、
やっていこうと思います。

入学前の自分からは想像できないくらい
成長をかんじています。

2022/5/12
週5～6の夕方から通うコースで、自分の
時間を確保しつつ学べる良いカリキュラム
だったと思う。

多くの講師の方に様々な知識や技術、裏
話等を聞けて、普通では知ることのできな
いことや絶対に手をつけなかったであろう
こともでき、大変満足でした。

自分の理解力が足りなく、全てをわかるこ
とはできなかったが、講師の方々も分かり
やすくしようと噛み砕いて話してくれたり、
例えて話してくれたおかげで、多く学ぶこ
とができたと思う。

授業終わった後も役立つ資料でよかった

最初はちょっとやだなーと思うグループ
ワークもやってみると楽しかったです。先
生方のサポートを常に感じられて、頑張ろ
うと前向きになれる5か月間でした。

2021/4/14

Web制作の基本はもちろんのこと、業界の
ことや現場の声を生で聞けたのが役に
立ったというかためになることが多かっ
た。写真撮影や動画制作もクラスメイトと
の交流や休憩時間のようで、そういった部
分もとても良かった。

とても丁寧に指導してくださり、スキル以
外の考え方であったり、Webデザイナーと
しての姿勢も教えてもらえて大変感謝して
いる。質問のしやすい雰囲気があって助
かった。

できる人ではなく、できない人、少しつまづ
いている人に合わせてくれていたので、焦
ることなく学習でき理解が深まったように
感じる。上級者向けの課題が個人的には
とても良かった。向上心が刺激された。

細かい設定や、やり方までかいてあり、家
で1人でやる時に何も困ることがなかっ
た。

学校全体が学習や就職、その先の未来ま
で考えてくれる雰囲気があり、そのおかげ
でがんばることができたと思う。

2022/6/4
HTML・CSS、Photoshop、イラストレーター
は特に勉強になり力がついたと実感でき
ました。

分からないことは質問をしにくいタイプだっ
たので人に合わせた解答をくださり、助か
りました。

テキストに沿っていけばついてゆけるペー
スだったので、役立ちました。基本は先生
の話をきいて、わからなければテキストを
みるという感じでちょうどよかったです。

多くのことを学ぶことができたこと。人前の
プレゼンで人前で話すことが少しずつ慣れ
たことが良かったです。

修了月 1．カリキュラム 2.講師の説明、解説、指導 3.講義内容の理解度 4.テキスト 5.訓練全体を通して

2021/4/14

Webという業界を様々な視点から学ぶこと
ができるカリキュラムだったので、広い範
囲で自分自身に合っているもしくはやりた
いことを見出すことができた点。

分からない点や追い付けなかった点など
で、挙手をした際、見捨てることなく、時間
をかけて教えてくださった点が大変助かり
ました。

難しいことも正直ありましたが、一度家に
帰って、復習することや実際に組み込んで
みることで理解を深めることが出来まし
た。

未だにWebサイト等を作成している中で忘
れてしまっていた部分も正直あったので見
返すことですぐに思いだせるほど、とても
役に立ちました。

原文のまま



下記、資格所持者が在籍

・キャリアコンサルタント技能士2級 １名

・国家資格キャリアコンサルタント ６名

【就職支援】
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●キャリアコンサルティング （受講期間中に3回実施）

・就職活動で書類選考を突破できる、履歴書、職務経歴書、

ポートフォリオ（自己PR用の作品集）の作成指導を行います。

・前職の経験が評価される、応募先・応募方法をアドバイスします。

・模擬面接を実施します。

・提携しているWeb制作会社、人材紹介、転職エージェントの企業説明会を

実施します。

●職業人講話

・グラフィック業界やWeb制作会社の現クリエイターによる、具体的な業務

内容の情報提供をします。

【就職支援】

17



• ハローワーク求人票の掲示

• Web制作会社やエージェントの求人票掲示

• Facebookの掲示版へ求人告知

• 就職が決まった先輩からの成功法等のアンケート掲示

【就職支援】
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2022年3月に移転したばかりの新オフィス
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レッド教室・ブルー教室・オレンジ教室
定員各30名

■使用マシンスペック
OS：Windows10
CPU：COREi5
ハードディスク：SSD
メモリ：8G

■使用ソフト
AdobeCC2022
(Illustrator,Photoshop,XD,PremierePro,
AfterEffects）

受講環境
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新型コロナウイルス感染
拡大防止のための取り組み

・検温実施（非接触型体温計）

・受講者・スタッフマスク着用

・アルコール消毒液、アルコール除菌シート設置

・空気清浄機設置

・アクリル板設置

・サーキュレーターでの換気
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■「Webデザイナー」と「Webディレクター」の違いは？

大きく分けるとデザイナーは制作スタッフ、ディレクターは管理職です。

ディレクターの管理する対象は、「制作スケジュール」「スタッフ」「コンテンツ」「クライアント」 など。

Web制作自体は未経験でも、前職でのスキルや経験をうまくアピールすることで、

Webデザイナー・ディレクターになった方が大勢いらっしゃいます。

■資格について？

● Webクリエイター能力認定試験 株式会社サーティファイ

Webのソースコードが書けることを証明する資格

● Illustratorクリエイター能力認定試験 株式会社サーティファイ

Illustratorの知識・技能があることを証明する資格

● Photoshopクリエイター能力認定試験 株式会社サーティファイ

Photoshopの知識・技能があることを証明する資格

よくある質問

その他、よくある質問は
こちらから→

https://bit.ly/35NEPJU
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【求職者支援訓練に係る問い合わせ先】

アジャストアカデミー

担当：関口、大石、齋藤、須藤、

平出、山口

TEL：03-5291-9518

メール：kikin@adjust.ne.jp
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